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1100498367 俳諧師　（『現代日本文学大系19』収載） 高浜　虚子 1909

1101607016 祇園夜話　　　　　　　　　　　　　貸出不可 長田  幹彦 春陽堂 1925

1102687439 黒い眼と茶色の目 徳富　健次郎 岩波書店 1943

1107003715 暗い絵　（『新潮現代文学27』収載） 野間　宏 1948

1108997782 月と狂言師　（『谷崎潤一郎全集20』収載） 谷崎　潤一郎 1950

1106206269 比良のシャクナゲ　（『井上靖短編集１』収載） 井上　靖 1950

1107617951 黒髪 近松　秋江 岩波書店 1952

1100542883 比叡おろし　（『日本文学全集65』収載） 田宮　虎彦 1953

花の生涯　正・続 舟橋　聖一 新潮社 1954-55

1107502674 晶子曼陀羅 佐藤　春夫 大日本雄弁会講談社 1955

1101801247 虹いくたび 川端　康成 河出書房 1955

1100705860 探美の夜 中河　与一 講談社 1957

1100774890 夜の蝶 川口　松太郎 大日本雄弁会講談社 1957

1105852923 出帆 竹久　夢二 竜星閣 1958

1101712162 彼岸花 里見　弴 角川書店 1958

1100438512 羅生門 芥川　竜之介 新潮社 1958

1100702909 危険な関係 新章　文子 講談社 1959

1100772084 王朝 海音寺　潮五郎 雪華社 1960

1100805793 澪標 外村　繁 講談社 1960

1100804010 夢の浮橋 谷崎　潤一郎 中央公論社 1960

1107343954 祇園祭 西口　克己 中央公論社 1961

1102861604 黒髪　（『大岡昇平全集３』収載） 大岡　昇平 1961

1100697208 極楽から来た 佐藤 春夫 講談社 1961

1100597267 山科の記憶 志賀  直哉 新潮社 1962

1100774353 古都 川端  康成 新潮社 1963

1100506052 球形の荒野 松本　清張 文芸春秋新社 1963

1100698362 女徳 瀬戸内　晴美 新潮社 1963

1100662970 絹と明察 三島 由紀夫 講談社 1964

1100662350 高瀬川 水上　勉 河出書房 1964

1100720430 幕末新選組 池波　正太郎 文芸春秋新社 1964

1102818240 鴨川物語 子母沢　寛 中央公論社 1965

1106841073 応仁四話 唐木　順三 筑摩書房 1966

1100627932 虞美人草 夏目　漱石 東方社 1966

弁慶　上・下 今　東光 講談社 1966

1100698958 果心居士の幻術 司馬　遼太郎 新潮社 1967

1102815048 しらかわ巽橋 水上 勉 集英社 1968
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1102814280ほか

1101725156ほか
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1100662020 京の川 水上 勉 新潮社 1969

1100720166 近藤勇白書 池波　正太郎 講談社 1969

1102814991 桜守 水上 勉／著 新潮社 1969

幕末動乱の男たち　上・下 海音寺　潮五郎 新潮社 1969

1100595618 放浪記 林　芙美子 新潮社 1970

1107808055 王城の護衛者 司馬　遼太郎 講談社 1971

1107502484 炎の旅路 邦光　史郎 光文社 1971

あまくちからくち　１～４ 花登　筐 徳間書店 1971-72

1102818943 京都のひと 田中　澄江 立風書房 1972

1100774700 古都憂愁 川口　松太郎 桃源社 1972

1100504982 暗い旅 倉橋　由美子 学芸書林 1973

1100746419 虫たちの棲家 高井　有一 文芸春秋 1973

1100810298 いのちの川 山田　正三 白川書院 1974

1100640703 女の繭 円地　文子 講談社 1974

邪宗門　上・下 高橋　和巳 河出書房新社 1974

1100716032 墨牡丹 秦　恒平 集英社 1974

1100312188 放浪家族 船山　馨 河出書房新社 1974

1106842626 ○物語 藤本  義一 柴田書店 1974

1100312196 見知らぬ橋 船山　馨 講談社 1974

1100470952 弥勒 稲垣 足穂 現代思潮社 1974

1102814728 林檎の下の顔 真継　伸彦 筑摩書房 1974

1100748035 京そだち 田村　喜子 新潮社 1975

1100716040 秘色 ひそく 秦　恒平 筑摩書房 1975

1100719531 会津の小鉄　第１～３部 飯干　晃一 勁文社 1976

1100744752 あだし野 立原　正秋 新潮社 1976

1100716024 慈子 秦　恒平 筑摩書房 1976

1100437209 夢の浮橋 倉橋　由美子 中央公論社 1976

出雲の阿国　上・下 有吉　佐和子 新潮社 1977

1107805713 花壇 井上　靖 角川書店 1977

幻花　上・下 瀬戸内　晴美 河出書房新社 1977

1100662236 三条木屋町通り 水上　勉 中央公論社 1977

1100504263 三題噺 加藤　周一 筑摩書房 1977

1100537719 新選組始末記 子母沢　寛 講談社 1977

1106099078 鳥獣の寺 山村　美紗 集英社 1977

まひる野　上・下 渡辺　淳一 新潮社 1977

1106902693 雪燃え 円地　文子 三笠書房 1977

おくどはん　正・続・続々・完 花登　筐 潮出版社 1977-791100468899ほか

1100551439ほか

1102812136ほか

1106285834ほか

1102817150ほか

1100698115ほか

1100062171ほか


